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u 今日は鉄道記念日 
u 蒸気機関は産業革命

の礎 
u  蒸気機関車は象徴 

u 熱効率の上限を示す
のが熱力学 

u 現代的熱力学とは？ 
u  上限を破る事は可能

か？ 
明治村の１２号機関車	

http://homepage1.nifty.com/tukahara/
okajoki/puchiken-okajoki.htm	
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u  1872(明治5年)10月14日に新橋－横浜間の
鉄道が開通 

u 鉄道唱歌=>別ファイル 

http://homepage1.nifty.com/tukahara/
okajoki/puchiken-okajoki.htm	
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u 蒸気機関車は蒸気機関を内部に持つ。 
u 蒸気機関は産業革命の礎 
u 当然、効率を求める。 

u  何もしないで仕事をする機械が欲しい。 
u  無から有を生み出せないか？ 

u こうした自然な問が熱力学を生んだ。	

￥ 果報は
寝て待て	
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u 古典熱力学(19世紀)の世界 
u  熱の仕事当量 
u  熱力学第一法則 
u  熱力学第二法則 

u 現代熱力学(21世紀)の世界 
u  パワー最大の機関等 
u  情報熱力学 
u  （量子)断熱ポンプ 

u まとめ 
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u  元は力学的エネルギーを活
力(vis viva)と呼んでいた。 

u  エネルギー (energy)という言
葉を作ったのはトマス・ヤング
(Thomas Young) 
u  Energy=en (～の状態) + 

ergon (仕事) 
u  ヤングは医者、物理学者（高

校で習うヤングの実験）、音
楽学者（ヤング音律）、考古
学者（ヒエログリフの解読） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/
%E3%83%88%E3%83%9E
%E3%82%B9%E3%83%BB
%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%B0	
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u 仕事を熱に変換できる。 
u  ランフォードが18世紀に大砲の

砲身が熱くなる事で気がつい
た。 

u 仕事と熱の関係式を具体的
に示したのはユリウス・マイ
ヤー(1842　上)、ついで
ジェームズ・ジュール(1843　
下)。 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule	

http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_von_Mayer	
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u ジュールの羽根車 
u 右の羽根車を回すこと

で水の温度が上がる。
仕事量W[J]と熱量
Q[cal]の間に 

JQW =
J=4.1855 J/cal	

=>熱はエネルギーの一形態である。	
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u エネルギー保存則 

u この結果、エネルギーを生む泉のようなものが
存在する可能性はなくなった。 

u  dU: 状態量Uの変化：経路依存性なし。 
u δQ,δW:非状態量の変化：経路依存性あり。 

 

WQdU δδ −=
内部エネルギー変化	 吸熱量	 系が外部にする仕事	
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u 状態量は始点と終点だけで書ける。 
u  スカラー（大きさのみの量）ポテンシャル（位置エネ

ルギーのようなもの）がある。 

u 非状態量は操作経路による。 
u  スカラーポテンシャルのみではなくベクトルポテン

シャルが必要。	

山の高さはスカラーポテンシャル	
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u エネルギー保存則を破る
機関=>第一種永久機関 

u それはあれば便利=>だ
が不可能 

u 右図は典型的な例 
u  なんで機能しないか？ 
u  重力に逆らって鉄球を引っ

張るなら磁石に付着。 

	

強力な磁石	

鉄球	
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u アインシュタインが驚いたと
言われる平和鳥。 

u 中に揮発性液体があり、蒸
発熱による温度低下と毛管
現象で頭に液体が登る。
=>重くなって頭が下がる。 

u 頭部の液体が蒸発して元
に戻る。 

u 液体がなくなると止まる。 
u 太陽を利用した熱機関。 

http://
www.microsoft.co
m/isapi/redir.dll?
prd=ie&ar=hotmai
l	
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u エネルギー保存則を満たしても他にも制約が
ある。 

u 以下の第二法則が禁止則として知られている。 
u  他に何も変化を残さずに、一定温度の熱源から

熱を取り出して、それを全て仕事に変換すること
は不可能である。(トムソンの原理) 

u  断熱過程でエントロピーは増える（プランク）。 
u  エントロピーという言葉はギリシャ語で「変換」を意

味するトロペー (τροπή) に由来している。	
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u エントロピー
とは乱雑さ
の状態量 

u 放置してお
けば自然と
乱れた状態
になる。	

TQdS /δ=

エントロピー微小変化	

微小吸熱量	

温度	
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u 大学初年級向け 

u ストークスの定理を使えば、ある量のrotation
がゼロであることとその量が状態量であること
が等価であることが分かる。	
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u  熱力学的エントロピーの他
に様々なエントロピーがある。 
u  平衡状態では等価 
u  エントロピー最大の状態が平

衡 

u  ボルツマンによる統計力学
的エントロピーS=k log W
は有名。 
u  Wはミクロ状態数で、kはボル

ツマン定数。 

ボルツマンの墓（早川撮影1990）	
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u 情報論ではシャノンエントロピーが用いられる。 

u エントロピーは確率変数なので、第二法則は
確率的な法則である。	

kk
k

PPS log∑−=

状態kの確率	
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u 熱機関を1サイクル動かして
始状態に戻す。 

u 熱効率=仕事量/吸熱量 
u パワー=仕事率	

cc	HT

LT

仕事	

熱	

熱	

機械	
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u 熱力学第二法則の結果、カルノーサイクルが
最も効率の良い熱機関であり、その効率は	

./1 LH TT−

cc	HT

LT

仕事	

熱	

熱	

機械	
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u 熱力学第二法則は確率的な法則。 
u  「時間反転操作」=>温度差、密度差で仕事を

する機関を作る事が出来る。	
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u 熱力学第二法則は第二種永久機関が存在し
ないと言い換えられる。 

u 通常は一様化=>エントロピーの増加	
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u 熱力学は産業革命の礎をなした。 
u 熱力学第一法則はエネルギー保存則 

u  第一種永久機関の否定 

u 熱力学第二法則はエントロピー増加則 
u  第二種永久機関の否定 
u  但し確率的法則である。	
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u 熱効率の上限をパワーの上限とした時にどう
なるか？ 

u 熱力学第二法則が破れる事があるか？ 
u マクスウェルの悪魔と情報熱力学 
u バイアスがなくても電流が流れる量子ポンプ 

u  経路に依存したエントロピー≠熱力学的エントロ
ピー 

u 講演ではこれらに答えていきたいです。	
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u 実はカルノーサイクルは準静的過程で動かす
ので、1サイクル動かすのに無限に時間がか
かる。=>パワー=0なので非現実的 

u 実際には熱効率より最大パワーを考えるべき。 
u 最大パワーの機関は、 Curzon-Ahlborn サ

イクルであるという予想がある。CAサイクルの
効率は　　　　　　　　　　である。 
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泉田勇輝(お茶大) : Esposito et al., PRL 105, 150601 (2010)のFig.1を改変より。	
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u 熱力学第二法則は
自由度が∞でない場
合は、場合によって
は破れる。 
u  ゆらぎの定理(1993) 
u  ナノサイズのクラス

ター同士の衝突シ
ミュレーション
(2009) : 正面衝突で
反発係数が１を超え
る。 

2009年4月２８日中日新聞	

32/51	



u 古典熱力学(19世紀)の世界 
u  熱の仕事当量 
u  熱力学第一法則 
u  熱力学第二法則 

u 現代熱力学(21世紀)の世界 
u  パワー最大の機関&微小系での熱力学の破れ 
u  情報熱力学 
u  （量子断熱ポンプ） 

u まとめ 

33/51	



u 熱力学第二法則は確
率的な法則。 

u 万能の制御者がいれ
ば、とてもありそうもな
い状況というのを考え
ることは可能。 

u  （電磁気の）マクス
ウェルがそういう悪魔
を考えた(1867).	

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell	
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u 悪魔が分子をより分ける事が可能ならエントロ
ピーの低い状態を作る事が出来る。 

u その状態で仕事をさせる事が可能。	
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u  コロイド粒子等なら選別、コントロールが可能。 
u  測定により情報Iをフィードバックすることで第二

法則を実際に拡張可能	

熱機関	熱浴	 仕事	

情報 I	

フィードバック	

ΔF: 自由エネルギー 
F=U-TSの変化	

T. Sagawa and M. Ueda,  
PRL 100, 080403 (2008).	

第二法則	 情報量による補正	
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u  壁に固定したコロ
イド粒子に回転電
場をかけて、観測
しながらフィード
バックをかけると
元の安定回転方
向と逆に回る。	

S. Toyabe et al., Nature Phys. 6, 988 (2010).	
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S. Toyabe et al., Nature Phys. 6, 988 
(2010).	

情報量Iによる 
第二法則の補正	

εは観測からフィードバックをかける際の時間遅れ 
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u   ポンプ=>バイアスが必要 
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メソ系ではゼロバイアスで
も電流が流れる 
　=>量子断熱ポンプ. 

http://physics.technion.ac.il/~qpump/	

仕事を取り出すナ
ノマシン	

http://ffden-2.phys.uaf.edu/
211_fall2004.web.dir/jason_turnquist/
main.htm	



u 非常に小さい電気伝導系を考える（下図）。 
u ここで左の電極の電位（化学ポテンシャル）と

右の電極の電位のみコントロールしてゼロバ
イアスで電気を流したい。 

=	
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u 射影測定 

u 計測:  
u  左熱浴から右へ移動する電子数： 

u 分布          を実験的にも理論的にも推定可能。	
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u 周期的に電位を変化させて電流が流れるか
は、コントロールパラメータ（左右の電位）空間
で曲率が残るかどうかが本質 

u 曲率＝パラメータ空間の回転(rotation) 
u  曲率なしóスカラーポテンシャルの存在（エントロ

ピーの存在） 
u  曲率ありóベクトルポテンシャルが必要（エントロ

ピーが非存在） 
u 一般の非平衡系では曲率が残る。	
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u 量子ドットでは、電子間斥力Uが本質的。 
u 結果はUに強く依存 (T.Yuge et al, arXiv:

1208.3926).	
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T.Yuge, T. Sagawa, A. Sugita and H. Hayakawa, arXiv:1208.3926	45/51	



u 量子ポンプの計算は他の量の計算にも適用
可能. 

u 非平衡エントロピー生成も幾何学的な量、即
ち経路依存性がある。 
u  非平衡系ではエントロピーは非状態量となる。 

u  See Sagawa and HH, Phys.Rev. E 84, 
051110 (2011).	
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実線：　化学ポテンシャルをその
まま変化 
破線：　一旦温度を下げて、化
学ポテンシャルを変化、更に温
度を上げる。	

T. Yuge et al. in preparation.	
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u 強非平衡系の場合はエントロピーは操作経路
に依存した値を持つ。 

u 同じ事が移動電荷量にも当てはまる。 
u その性質を利用して、（平均的に）ゼロバイア

スでも電流が流れる。 
u この非平衡系では熱力学の縛りがないので、

将来的にナノマシンとしてエネルギー輸送効
率を上げる事が可能かもしれない。	
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u  21世紀になっても熱力学は現代的な意味を
持っている。 
u  例えばパワー最大の機関の研究 

u 第二法則はメソ系では破れても良い。 
u 情報とそれのフィードバックを用いると第二法

則に補正が生じる。 
u  （量子）断熱ポンプは非平衡状態ではエントロ

ピー等が非状態量になる特性を利用している。	
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u 前半は19世紀の熱力学=>産業革命の礎 
u 後半は21世紀の熱力学 

u  新しいアイデアが一杯ある。 
u  それらの応用が実現したら、新しい革命が起こる

かもしれない。 
u  何より易しいので若い皆さんが参入すると革命を

起こせるかもしれない。 
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